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（2013年 10月 26日） 

 

 

第 15回 個性づくりテーマ展示      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心・安全な暮らし 

 
暮らしの中で私たちは、毎日のように新聞やテレビ、インターネッ

トを通じて、さまざまな事件の報道を目にしています。最近では、社

会環境の変化にともなう新しい形の事件も増えてきました。 

身の回りに潜む危険から自分や家族の身を守り、安全で暮らしやす

い街にしていくには、正しい防犯知識が必要不可欠です。 

防犯対策といっても、難しいことばかりではありません。今日から

手軽に始められることが、街全体の防犯につながります。 

 

 

暮らしの安全対策について 

この機会に見直してみませんか？ 

 

 

展示期間：2013年 10月 26日～2013年 12月 26日 

中野区立野方図書館 東京都中野区野方 3－19－5 

TEL：03-3389-0214 FAX：03-3389-0238 

  

まちかど通信のがた 
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振り込め詐欺 

息子や孫、市役所など

の職員などを装って

電話をかけてくる。緊

急にお金が必要であ

る、または税金等の還

付金の手続きに必要

である等と言って、Ａ

ＴＭから現金を振り

込ませる。 

空き巣 

留守中の住居の窓を破って

の侵入、ドアや窓を開けた

まま外出している時などの

わずかな隙に住宅に入り込

み、金品等を盗む。 

ひったくり 

手持ちのバッグや

自転車の前かごに

入った鞄を狙って

近づき、死角から

バイク等で、奪っ

て逃げ去る。 

痴漢・盗撮 

電車内や店舗内など不

特定多数の人がいる空

間において、体に触れ

る、携帯やビデオカメラ

等で撮影するなどの犯

行。公園やエレベーター

などの場所でも被害の

危険がある。 

連れ去り 

人通りの少ない道端や駐車場、マ

ンション等共同住宅の階段やエレ

ベーター付近などで、うまい言葉

で車に乗るよう話しかけて連れ去

る。または、無理矢理に車に押し

込んで連れ去る。 

通り魔 

確たる動機がなく、通り

すがりの不特定の他人

に対し、凶器を使用す

る、液体をかけるなどし

て、危害を加える。 
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被害にあわないために、自分でできる防犯対策 

 

 

 
  

きれいは安全に直結します 
 

犯罪者が「この町（家）でやる」と狙いを定める時、町や家のどこを見ているのでしょうか。 

塀などへの落書き、ゴミ（剥げかけたままのポスターなども含む）、放置自転車、の三大汚れを見

るといいます。汚れを放置しているということは、住民の心の緩みと受け取られ、隙があると思

わせてしまいます。また、住民同士が無関心な町も「やりやすい」と思わせます。逆に、近隣の

住民に挨拶などされると、その場所では「やりにくい」と思うようになります。 

犯罪者の入り込みにくい町にするには、住民が集まり、地域の絆を作っていくことが大切です。

地元の祭り、街の掃除、親子一緒の子ども会活動、防犯パトロールなどを通して、普段から周辺

住民との声掛け・顔見せをしておきましょう。家々の間でネットワークを張り、防犯意識の輪を

広げて行くことが、安心して暮らせる、安全なまちづくりへと繋がっていくのです。 

ぜひ子どもに教えたい「きょうはイカのおすし」 
 

きょ 距離をとる う 後ろに気を付ける は 早めに帰る イカ 行かない 

の 乗らない お 大声をあげる す すぐに逃げる し 知らせる 

鍵の施錠など戸締りの徹底、防犯カメラや光センサーの設置。 

庭にバケツや空き箱など、窓への足場になるものを置かない。 

空き巣は音が出る事を嫌うので、隣家との間に音の出る砂利などを敷く。 

繁りすぎの生け垣は刈る、野バラや柊など棘のある樹木を生け垣に利用する。 

 

空き巣 

道路を歩くときは、携帯メールやゲームをしながら歩いたり、ヘッドホンで

音楽を聴きながら歩いたりしないようにする。 

エスカレーターに乗る時などは足元や背後に気を付ける。 

電話の前や、キャッシュカードに「もしかしたら詐欺かもしれない」と書い

た紙などを貼り、我に返るポイントを作っておく。 

悪質商法にあわない「うそつき」 

（う）うまい話を信用しない（そ）相談する（つ）つられて返事をしない 

（き）きっぱり！はっきり！断る 

人通りの少ない道やさびれた公園、路上駐車している車の多い道、無人の駐

車場(駐輪場)、古い空き家や工場などの跡地、マンションなど共同住宅のエレ

ベーター・階段付近など危ない場所は一人で通らない。 

車の横を通る時には最低でも 1.5～2ｍくらい車から離れて歩く。 

子どもが出かける時には「だれとどこに行くか、何時に帰るか」をお互いに

確認してから送り出すようにする。 

後方から接近するバイクへの振り向き。目と耳をしっかり働かせて歩くこと。 

バックは道路側でなく、建物や塀側に持つようにする。 

自転車の前かごへの「ひったくり防止カバー」の装着。 

不審者を見かけたらできるだけ離れるなど、警戒心を見せる。防犯ブザーを

持っている場合はすぐに押せるようにしておく。 

危ないと感じたら近くの家やお店に入り、わけを話して助けてもらう。 

 

振り込め詐欺 

 

ひったくり 

 

通り魔 

 

痴漢・盗撮 

 

連れ去り 
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防犯 おすすめ本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『安全な毎日を送る方法 1 

犯罪の被害から身を守る』 

国崎信江／著 学研  

2009年（368ア） 

異色の防犯読本 

安全な毎日を送るために 

 

 

 

危機管理教育研究所・危機管理アドバイザーの著者

が、通学時や留守番中を狙う犯罪、街頭アンケート等

の悪徳商法など、子どもたちを脅かす危険から身を守

る方法を伝える。防犯グッズや地域安全マップの作り

方なども紹介されています。大人から子どもへの防犯

教育にも活用できます。 

犯罪者の心理や行動を知らずに、防犯を語ることはで

きない。元プロの犯罪者の証言から、犯罪者たちが街

や家屋のどこを観察し、狙いを定めているかが詳しく

書かれています。わが身、わが家、わが町を守るため

に普段から何を心がけたらいいのか。防犯知識を身に

つけるのに最適な一冊です。 

『犯罪者はどこに目をつけているか』 

清永賢二 清永奈穂／著 新潮社 

2012年（368.6キ） 

『大泥棒』 

清永賢二／著 東洋経済新報社 

2011年（368.6キ） 
 

「賊」の日記から読み解くメッセージ 

 

自らを「賊」と呼び、「泥棒」「こそ泥」とは一線を画

し、江戸時代から伝承された技を磨き続けた伝説の大

泥棒が、1988 年から 1993 年の 6 年間の獄中生活で書

き残した日記を、犯罪学の権威が解読。 

犯罪者の心理と論理の両面から犯罪予防のあり方を

解説します。 
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展示図書リスト  
 

書名  著者名  出版社名 /発行年  
請求  

記号  

知っておきたい知識  

安全安心を創出するための 15の視点 牧瀬 稔／編著 東京法令出版／2009 317.7ア 

あなたのマンションは狙われている！ 神園 良輔／編著 同友館／2007 365.3カ 

わるい人ってどんな人？ ジェリー・ハイド／著 晶文社／2007 368 ハ 

あなたは、だまされている！ 安斎 育郎／著 主婦と生活社／2009 368.6ア 

犯罪者はどこに目をつけているか 清永 賢二／著 新潮社／2012 368.6キ 

犯罪は「この場所」で起こる 小宮 信夫／著 光文社／2005 368.6 コ 

犯罪からの子どもの安全を科学する 清永 賢二／監修 ミネルヴァ書房／2012 368.6ハ 

防犯バイブル 2013－2014  三才ブックス／2013 368.6ボ 

防犯術を身につけよう 

安全な毎日を送る方法 １ 

犯罪の被害から身を守る 
国崎 信江／監修 学研／2009 368ア 1 

親子で読もう！子どもの安全ブック 武田 信彦／監修 
スタジオタッククリエイティ

ブ／2011 
368.6オ 

幼い子どもを犯罪から守る！ 岡本 拡子 他／編著 北大路書房／2006 368.6オ 

防犯先生の子ども安全マニュアル 清永 賢二／著 東洋経済新報社／2008 368.6キ 

防犯アドバイザー京師美佳の 

安心生活をつくる自己防衛の心得 35 ヶ条 
京師 美佳／著 

Sweet Thick Omelet／

2012 
368.6キ 

子どもを守る！ママとパパのファミリー安全ブック 佐伯 幸子／著 メイツ出版／2007 368.6サ 

おひとりさまの防犯術 平塚 俊樹／著 亜紀書房／2009 368.6 ヒ 

わが家を守る！防犯・防災徹底ガイド NHK出版／編 日本放送出版協会／2008 528.6ワ 

安心・安全なまちづくりへ  

治安政策としての「安全・安心まちづくり」 清水 雅彦／著 社会評論社／2007 317.7シ 

地域の防犯 竹花 豊／監修 北大路書房／2007 317.7チ 

町内会のすべてが解る！ 

「疑問」「難問」１００問１００答 
中田 実 他／著 じゃこめてい出版／2008 318.8チ 

大泥棒 清永 賢二／著 東洋経済新報社／2011 368.6キ 

０歳からの子どもの安全教育論 宮田 美恵子／著 明石書店／2010 368.6 ミ 

防犯まちづくり 山本 俊哉／著 ぎょうせい／2005 368.6ヤ 

安全・安心コミュニティの存立基盤 吉原 直樹／編著 御茶の水書房／2013 368.6 ヨ 

都市の防犯 小出 治／監修 北大路書房／2003 518.8 ト 

子どもたちを犯罪から守るまちづくり 中村 攻／著 晶文社／2012 518.8ナ 
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防犯について調べるには 
 

野方図書館、および他の中野区立図書館に所蔵のある資料をもとに 

基本的な調べ方をご紹介します。 
 

１．キーワードを集める 

✣様々なキーワードを使うことで、資料を効率的に検索できます。 
 

 
 

 

 

２．基本的な用語を調べる 

✣防犯に関する用語の意味を把握しましょう。 
 

資料情報 請求記号 所蔵館 

現代用語の基礎知識 2012 
自由国民社 2012 年 

031 ゲ 12 野方 

 

３．図書を探す 

✣テーマの棚に行って探します。 
 

分類 分野 分類 分野 分類 分野 

317.78 防犯 365.3 住宅問題 518.8 都市計画 

318.8 民間自治組織 368.6 犯罪 528.6 盗難防止施設 

✣防犯に関する統計や政策などの情報も調べてみましょう。 

 

✣中野区立図書館利用者開放端末「ＯＰＡＣ（オーパック）」で。 

  資料のタイトルや著者名、出版社名などから、中野区立図書館所蔵の資料を検索できます。 

中野区立図書館のＨＰからも検索できます。 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

 ✣国立国会図書館の蔵書目録「国立国会図書館サーチ」で。 

  国内で刊行され、国会図書館で所蔵された図書・雑誌、その他が検索できます。 

 http://iss.ndl.go.jp/  

✣東京都立図書館の「蔵書検索」ほかで。 

東京都立図書館所蔵の資料のほか、都立公立図書館の蔵書や専門図書館の検索もできます。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

 

資料情報 請求記号 所蔵館 

災害と防災・防犯統計データ集 2012 
2011 年 

R369.3サ 12 中央（禁帯） 

警察白書 平成 25 年版 

警察庁／編 2013 年 
R317.7ケ 13 

中央(禁帯) 

南台 

防犯、犯罪予防、地域力、地域社会、防犯コミュニティ、安全ネットワーク、生活安全、治安対策、

犯罪生態学、犯罪学、安全作法、安全マップ、防犯教育、犯罪抑止、防犯まちづくり、犯罪理論、 

防犯環境設計、安全点検、安全管理、防犯モデル、防犯診断、自助共助公助、地域防犯、ほか 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://iss.ndl.go.jp/
http://www.library.metro.tokyo.jp/
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４．新聞・雑誌で調べる 
 
 野方図書館では［朝日、読売、毎日、東京、日経、産経、スポーツニッポン、ジャパンタイムズ］ 

計 8紙の原紙を 3か月間保存。それ以前に関しては朝日新聞のみ過去 20年間の縮刷版を所蔵。雑誌

コーナーにある雑誌は、週刊誌は過去 3ヶ月間、隔週刊誌は過去 6か月間、月刊誌は過去 1年間、

隔月刊誌は過去 2年間保存しています。 

なお、中央図書館では、参考資料コーナーの利用者開放インターネット端末から、以下のデータ

ベースサイトをご利用いただけます。 
 

データベース 収録期間と主な内容 

官報情報検索サービス 1947年 5月 3日から当日までの官報記事の検索 

日経テレコン 21 1975年からの日経 4紙（経済・産業・金融・流通）の記事 

聞蔵Ⅱビジュアル 
1926年から 1945年までの朝日新聞紙面イメージ 
1945年から当日の新聞までの記事 ほか 
 

MAGAZINE PLUS 1981年からの一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文 

WHO PLUS 歴史上の人物から現代の人物まで約 32万人のプロフィール 

D1－Law.com  判例情報、法律の改廃記録、法律判例文献情報 など 

 

５．インターネットを利用する 
 

公益社団法人 日本防犯設備協会 防犯設備機器の紹介、防犯対策ガイド。 

http://www.ssaj.or.jp/ 

一般社団法人 子ども安全まちづくりパートナーズ 子どもに安全なまちづくりの事例、解説。 

http://kodomo-anzen.org/ 

ＮＰＯ法人 東京都セキュリティ促進協力会 防犯診断や、都民の防犯対策について紹介。 

http://www.tosekyo.org/ 

大東京防犯ネットワーク 東京都青少年・治安対策本部による、防犯ボランティア応援サイト。 

http://www.bouhan.metro.tokyo.jp/index.html 

公益財団法人 東京防犯協会連合会 犯罪のない明るい街づくりを推進するボランティア団体。 

http://www7.ocn.ne.jp/~toboren/ 

全国読売防犯協力会 都道府県別情報など、全国の地域防犯に携わる人々への情報共有サイト。 

http://www.bouhan-nippon.jp/ 

防犯まちづくり(国土交通省) 国土交通省による、防犯まちづくりの解説と実践手法の紹介。 

http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/tobou/bohan.htm 

６．関連の政府機関・自治体 
 

国土交通省 http://www.mlit.go.jp/ 

〒100−8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 ℡：03-5253-8111（代表） 

警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/  

〒100-8929 東京都千代田区霞が関 2-1-1 ℡：03-3581-4321（代表） 

東京都青少年・治安対策本部 http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/ 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎北塔 35階  ℡：03-5388-2258 

http://www.ssaj.or.jp/
http://kodomo-anzen.org/
http://www.tosekyo.org/
http://www.bouhan.metro.tokyo.jp/index.html
http://www7.ocn.ne.jp/~toboren/
http://www.bouhan-nippon.jp/
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/tobou/bohan.htm
http://www.mlit.go.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/
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楽しい会となるよう、スタッフ一同努めます。 

皆さまのご参加を心よりお待ちしています！ 

 

 

 

～野方図書館からのお知らせ～ 

 
・「野方図書館 特別休館」 
蔵書点検のため 12月 2日（月）～12月 4日（水）まで休館します。 

「蔵書点検」とは資料がきちんと所定の場所にあるか、行方不明のものがないかなどを点検する作業の

ことをいいます。野方図書館の蔵書は約 63000冊。それに加えて 1200点のＣＤがあります。 

1点ずつのデータ確認作業となるため時間を要しますが、快適な図書館サービスを行うためには欠かせな

い作業です。特別休館の期間中は、普段できない書架の整理や清掃、設備の点検や補修などもしていま

す。これらの作業を開館中に行うことは困難ですので、図書館を一定期間休館することになります。 

皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

・「クリスマスこども会」 

12月 21日（土）午後 2時～3時 

野方図書館 3階会議室で開催します。 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

まちかど通信のがたＶｏｌ.１５ 

 

今回の「安心・安全な暮らし」はいかがでしたか？ 中野区では以下のような取り

組みも行われています。 
 

●中野区安全・安心(防犯)メール 
 

  中野区内で発生した子どもに係わる犯罪・不審者情報や区内で発生した犯罪・不審者情報及び

区内の安全・安心に関するお知らせを配信します。 
 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/508000/d012679.html 

●中野区防犯パトロール団体 

中野区の防犯パトロール団体は、「中野区防犯パトロール団体に対する防犯資機材の支給要綱」に基

づき平成 16 年 5 月 19 日から登録を開始し、平成 25 年 2 月 1 日現在、160 団体の方々に登録してい

ただいております。開始以来、登録していただいている各団体の方々の活躍もあり、9 年連続して中

野区内の犯罪は減少しています。 

  http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/508000/d003030.html 

紙芝居や、大型絵本「ふゆのよる

のおくりもの」の読みきかせ、 

新聞紙をつかった楽しい工作も用

意しています。 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/508000/d012679.html
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/508000/d003030.html

